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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 13,546 △22.3 132 △83.5 269 △46.7 191 ―

20年12月期 17,436 △1.3 803 △31.2 505 △55.7 △22 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 32.56 ― 3.5 2.3 1.0
20年12月期 △3.84 ― △0.4 3.9 4.6

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期 11,791 5,461 46.3 926.83
20年12月期 12,989 5,415 41.7 918.89

（参考） 自己資本  21年12月期  5,461百万円 20年12月期  5,415百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年12月期 901 △193 △397 1,674
20年12月期 0 △438 718 1,332

2.  配当の状況 

（注）22年12月期（予想）期末配当金には、創立50周年記念配当３円が含まれております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 ― ― ― 27.00 27.00 159 ― 2.9
21年12月期 ― ― ― 27.00 27.00 159 82.9 2.9

22年12月期 
（予想）

― ― ― 30.00 30.00 54.1

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

6,531 6.1 103 ― 100 ― 58 121.5 9.96

通期 15,224 12.4 520 293.5 520 93.1 326 70.3 55.44

－1－



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 5,893,000株 20年12月期 5,893,000株

② 期末自己株式数 21年12月期 ―株 20年12月期 ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 11,454 △27.8 △96 ― 189 △58.4 129 ―

20年12月期 15,854 △3.4 580 △38.6 456 △55.7 △61 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 22.03 ―

20年12月期 △10.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期 10,979 5,333 48.6 905.09
20年12月期 12,199 5,347 43.8 907.47

（参考） 自己資本 21年12月期  5,333百万円 20年12月期  5,347百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

4,986 △4.4 3 ― 63 ― 31 ― 5.37

通期 12,216 6.7 295 ― 428 125.7 254 96.3 43.24

－2－



(1）経営成績に関する分析   

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国発金融不安の後遺症が大きく、未曾有の経済危機に覆われた経営環

境から始まり、第２四半期から徐々に回復の兆しが見え始め、輸出や生産において持ち直しの傾向が見られたもの

の、第４四半期には急激な円高、デフレ、雇用環境の一層の悪化等が懸念されるなど先行き不透明な厳しい経営環境

が続きました。 

  当社グループにおける、ＳＳＰ部門の事業領域でもある建設業界におきましても、公共投資の低迷、民間企業にお

ける設備投資の先送りなどの厳しい受注環境に加え、以前にも増して激しいコスト競争が続きました。また、サーマ

ル部門の事業領域でもある半導体業界におきましても、年後半に需要が急回復したものの、積極的な設備投資に結び

つくまでには至りませんでした。 

このような事業環境の下、当社グループは、高付加価値製品を中心に積極的な営業展開をおこなってまいりまし

たが、企業の設備投資抑制、円高の影響等により受注高は13,532百万円（前年同期比20.9％減）、売上高は13,546百

万円（前年同期比22.3％減）と大幅に減少致しました。利益面におきましては、営業利益は、売上高の減少、長野工

場の操業度低下にともなう不良原価差異の発生等により132百万円（前年同期比83.5％減）と大幅に減少いたしまし

た。経常利益につきましては、為替相場は乱高下したものの為替予約の実施等により106百万円の為替差益が発生し

たこと等により269百万円（前年同期比46.7％減）、当期純利益につきましては191百万円（前年同期比214百万円

増）となりました。 

   

長野工場におきましては、年度後半より一部の操業が回復基調にあるものの、各事業とも受注が大幅に減少した

ことにより稼働率も大幅に低下いたしました。これに伴い、４月より月に４日間の一時休業を実施したほか、人員の

削減、外注加工品の内製化、製造経費の削減等を実行し稼働率低下に伴う損失防止に努めてまいりました。また、最

重要課題として取り組んでまいりましたトヨタ生産方式（TPS)導入による作業効率の改善、棚卸資産の削減等更なる

生産性の向上に取り組んでまいりました。なお、特筆すべき新たな設備投資はありません。 

  

 当社グループの新製品についての事業別概況は次のとおりであります。 

なお、PWBA部門においては，特筆すべき新製品はありませんので記載を省略しております。 

 

SSP (Safety Security Protection) 部門  

自動火災報知システム、火災警報器、消火装置を中心とした研究開発を進めております。 

まず、自動火災報知システムの新型Ｓ－ＮＥＴにつきましては開発をほぼ終了し、日本消防検定協会による検定

中であります。 

次に、住宅用火災警報器SF12(煙雷)の姉妹器としての熱式住宅用火災警報器(熱雷)につきましては開発を終了

し、発売を開始いたしました。さらに住宅用火災警報器につきましても信頼性を向上させた、高付加価値型の煙式住

宅用火災警報器を開発し、日本消防検定協会による検定中であります。 

産業用警報器につきましては、スタンドアロン型高耐ノイズタイプの開発を終了し、既に大型物件に導入いたし

ました。さらに危険物倉庫などへの設置に関する引き合いが多数あり現在対応中であります。 

また、粉塵爆発対策への新製品として、ドイツから火花検知消火システム、フレームレスベントを輸入し、八王

子事業所内に性能を確認できる実験設備として設置したほか、各種のアプリケーション提案を行なった結果、爆発抑

制装置(IEP)の派生製品として数件の引き合いを獲得し現在対応中であります。 

  

サーマル部門  

熱の制御を主体とした汎用制御機器、半導体／ＦＰＤ製造装置用の加熱機器、温度センサー及びその応用機器の

開発を継続しております。 

制御機器関係は新製品としての排気配管用デイジーチェーン（数珠繋ぎ）式温度調節器を拡販する為の周辺機器

として集中制御盤やオプションパーツとしての取り付けユニット、防水カバー等の開発を中心に進めております。ま

た、これらの製品に関する引き合い、受注も増加しております。半導体／ＦＰＤ製造装置関係につきましては、客先

要求に対応した製品開発を行っております。 

  

メディカル部門 

海外向けの人工腎臓透析装置「ＴＲ－８０００」「ＴＲ－ＦＸ」について、輸出先が増えるなか各国の言語に対

応した製品の開発を順次進めるとともに、市場の要求に応えるべく機能の追加、変更に対しての対応を進めておりま

す。また、円高の状況下における、コスト競争力確保を目的とした低価格化への取り組みも実施しております。 

  

１．経営成績
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 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

SSP (Safety Security Protection) 部門 

  当防災業界におきましては、公共投資が低調に推移したことのほか、民間企業の設備投資が先送りされるなどの厳

しい受注環境に加え、更に激しいコスト競争により、採算性が悪化する厳しい事業環境となりました。当該環境の

下、当部門におきましては、ガス消火設備および高付加価値製品である爆発抑制装置等の製品を中心に差別化営業を

積極的に展開してまいりました。その結果、ＦＭ２００ガス消火設備の受注は、前連結会計年度と比較し約２倍に増

加いたしました。一方、住宅用火災警報器「煙雷（えんらい）」の自主回収問題、大型工事案件の工期遅延等の影響

により、当該事業部門全体として受注、売上ともに前連結会計年度を下廻りました。 

 以上の結果、当該事業の受注高は5,428百万円（前年同期比18.5％減）、売上高は5,599百万円（前年同期比15.5％

減)となりました。 

  

サーマル部門 

前連結会計年度より半導体業界の市場縮小に伴い、大手半導体メーカーの供給量削減と大幅な設備投資抑制が継

続しておりましたが、当連結会計年度後半からパソコン、薄型テレビ等の需要回復に伴い、半導体市況が急回復し、

国内半導体メーカーの工場の稼働率が上昇したものの、積極的な設備投資に結びつくまでには至りませんでした。 

以上の要因により、当社主力製品の一つである温度センサー、熱板の受注、売上ともに前連結会計年度と比較し

て大幅に減少いたしました。 

 以上の結果、当該事業の受注高は936百万円（前年同期比23.0％減）、売上高は870百万円（前年同期比31.9％減)

となりました。 

  

メディカル部門 

当該部門の主力製品であります人工腎臓透析装置において、前連結会計年度後半から当連結会計年度３月頃まで

の間、円高の影響により販売元からの出荷台数が激減し販売元の在庫が増加しておりましたが、６月末にかけての円

安傾向により出荷が回復し、在庫量が昨年水準まで減少いたしました。これにともない、当連結会計年度後半は、受

注、売上ともに一部回復いたしましたが、東南アジア以外の出荷各国の経済状況の回復は未だ不透明な状況となって

おり、出荷も低迷状況が続いております。 

また、当社で生産を行なっておりました一部日本国内向け人工腎臓透析装置の生産を販売元に移管した事にとも

ない、日本国内向け人工腎臓透析装置の生産が、当連結会計年度２月度を以って終了いたしました。 

 以上の結果、当該事業の受注高は948百万円（前年同期比44.6％減）、売上高は952百万円（前年同期比48.7％減)

となりました。 

  

PWBA（Printed Wiring Board Assembly）部門  

プリント基板の実装、組立を主力事業とする当該部門に関し、海外子会社である日本芬翁（香港）有限公司にお

いて、前連結会計年度後半より新たに受注した新製品の立ち上げを完了し、出荷を開始しておりましたが、当連結会

計年度前半において、当該新製品の受注が低迷いたしました。しかし、年度後半以降、新機種の受注が徐々に回復し

たことにより、売上高は3,394百万円と前連結会計年度を239百万円（7.6％）上廻りました。一方、国内生産におき

ましては、海外子会社への生産移管と客先の減産の影響により受注、売上が大幅に減少いたしました。 

 以上の結果、当該事業の受注高は6,219百万円（前年同期比17.4％減）、売上高は6,123百万円（前年同期比20.2％

減)となりました。 

  

所在地セグメントの業績は、次のとおりであります。 

日 本 

 国内は、一部の半導体製造装置メーカーからの受注が回復傾向にあり、また、人工腎臓透析装置の販売元の在庫調

整も進展してきたことにより受注、売上は若干回復基調にあるものの、依然として企業の設備投資の抑制が継続し、

厳しい販売環境が継続しております。その結果、売上高は11,463百万円（前期比27.8%減）、営業損益につきまして

は、長野工場の操業度低下による売上総利益の減少等により92百万円の営業損失となりました。 

  

中 国 

 中国は、PWBA部門の中国生産移管および新機種の立ち上げにより年度後半より大幅に受注、売上が増加した結果、

売上高は3,450百万円（前期比6.9%増）となりました。営業利益につきましては、年度後半の電子部品の価格高騰等

の影響を受けたものの73百万円（前期比4.3%増）となりました。 
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（次期の見通し） 

 今後の経営環境につきましては、一部業種において市場の回復が予想されますが、依然として、デフレ経済、円高

傾向、株価の乱高下、雇用の低迷などが継続し、先行き不透明感を払拭できない状況が継続すると思われます。 

 この様な状況の下、今後も当社グループにとって安定的な利益確保が困難な厳しい状況が続くものと予想されま

す。しかし、当該状況を打開すべく積極的な営業展開、原価低減活動および経費削減を進める事により増収、増益を

見込んでおります。 

   

 セグメント別の見通しは次のとおりであります。 

 ＳＳＰ部門は、付加価値の高い特殊防災設備関連の拡販および高信頼性、高付加価値の新たな煙式住宅用火災警報

器を開発し、積極的な営業展開を図ることにより増収、増益を見込んでおります。 

サーマル部門は、依然として先行き不透明感が払拭できない状況ではありますが、半導体製品の需要が回復基調

にあること、また、昨年開発いたしましたデイジーチェーン（数珠繋ぎ）式温度調節器等の拡販等により増収、増

益を見込んでおります。 

メディカル部門は、引き続き円高が続く事が予想されるものの、積極的な原価低減活動による海外向け製品のコ

スト競争力の強化を図るとともに、積極的な営業展開により大幅な増収、増益を見込んでおります。 

 ＰＷＢＡ部門は、在外子会社である日本芬翁（香港）有限公司において、中国経済の回復により、当第４四半期よ

り引き続き新機種を中心とした受注が増加するなどの増収要因があるものの、国内については、中国への生産移転に

よる減収が予想されるため、当該事業と致しましては増収、利益につきましては前期並みを見込んでおります。 

 以上の結果、次期の業績予想につきましては、売上高15,224百万円、営業利益520百万円、経常利益520百万円、当

期純利益326百万円を見込んでおります。   

  

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の状況） 

当連結会計年度末の資産合計は、11,791百万円で、前連結会計年度末12,989百万円に比べ1,198百万円（9.2％）

減少しております。主要な減少要因は「受取手形及び売掛金」835百万円（18.2％）、「完成工事未収入金」618百

万円（31.5％）であります。主要な増加要因は現金及び預金342百万円（25.7％）であります。  

  

（負債の状況） 

当連結会計年度末の負債総額は、6,329百万円で、前連結会計年度末7,574百万円に比べ1,245百万円（16.4％）減

少しております。主要な減少要因は「支払手形及び買掛金」668百万円（16.9％）、「工事未払金」184百万円

（32.1％）及び海外子会社である日本芬翁（香港）有限公司の短期借入金225百万円（16.0％）であります。 

  

（純資産の状況） 

当連結会計年度末の純資産合計は、5,461百万円で、前連結会計年度末5,415百万円に比べ46百万円（0.9％）増加

しております。主要な増加要因は当期純利益191百万円であり、主要な減少要因は配当金の支払159百万円でありま

す。 

  

② キャッシュフローの状況  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ、

342百万円増加し、1,674百万円となりました。 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

   

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度の営業活動によって得られた資金は、901百万円（前年同期比901百万円増）となりました。主な増

加要因は、税金等調整前当期純利益269百万円、売上債権の減少1,462百万円によるものであります。主な減少要因

は、仕入債務の減少866百万円によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は193百万円（前年同期比244百万円減）となりました。これは主に

固定資産の購入97百万円、投資有価証券の購入95百万円などによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

  当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は397百万円（前年同期は718百万円獲得）となりました。これは主
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に海外子会社の日本芬翁（香港）有限公司の短期借入金の減少233百万円、配当金の支払158百万円等によるものであ

ります。 

  

（キャッシュ・フロー指標の推移） 

   自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ※いずれも連結ベースでの財務数値により計算しております。 

   ※利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を採用しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主に対する継続的で安定的な利益還元を経営上の重要政策に位置づけており、企業体質の強化と今後の

事業展開に備えるための内部留保を考慮し、可能な範囲で積極的な利益還元を実施していく方針であります。 

 なお、当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当の他、臨時株主総会をもって別途基準日を定め、剰余金

の配当がおこなえる旨を定款に定めております。 

 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり27円の普通配当を実施することを決定致しまし

た。 

  内部留保金につきましては、将来にわたる株主利益を確保し、企業体質の一層の強化を図るための投資に活用する

予定であります。 

 また、次期の配当につきましても、上記記載の基本方針により、１株当たり27円の普通配当を実施する他、会社創

立50周年を記念し３円の記念配当を実施する予定であります。 

  

(4）事業等のリスク 

  当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があるリスクは以下の通りと考えております。 

 なお、以下の将来におけるリスクは当連結会計年度末現在で当社が判断したものであります。       

    ①政治・経済情勢 

 当社のサーマル事業（温度制御事業）は、取扱製品の都合上、液晶産業・半導体産業をはじめとする国内の

景気動向、とりわけ設備投資の動向に影響されます。また、メディカル事業においても腎臓透析患者に対する

国の医療政策に影響されることは避けられません。 

  PWBA事業では、現地法人・日本芬翁（香港）有限公司への生産委託が中国の政治・経済状況、とりわけ外国

為替政策・税制制度の見直し動向によっては大きな影響を受けると予想されます。 

  

    ②主要取引先の事業動向 

 当社のメディカル事業及びPWBA事業は限定された取引先との繋がりが強く、その取引先の経営戦略・事業動

向が当社グループの業績及び財政状況に影響を与える恐れがあります。このことは、結果として当社グループ

の経営成績に大きな影響を与えるリスクがあります。 

  

    ③為替レートの変動リスク 

 香港現地法人である日本芬翁（香港）有限公司との取引は全て米ドル建てで行っております。その結果、売

買取引時及び代金決済時における為替リスクが存在します。 

  なお、日本芬翁（香港）有限公司においては売買活動に関する全ての取引を米ドル建てで行っていますの

で、それ以外における為替市場の変動リスクは僅少なものと認識しております。 

  

    ④投資有価証券に係るリスク 

 当社グループは、投資有価証券を保有しておりますが、株式相場の著しい変動により評価損が発生した場合

に、経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。 

 また、株価下落は、その他有価証券評価差額金を減少させることにより、純資産の減少を引き起こす可能性

  平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 

 自己資本比率（％）  45.5  41.7  46.3

 時価ベースの株主資本比率（％）  36.8  24.4  24.0

 債務償還年数（年）  0.8  2,466.6  1.9

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  77.3  0.0  32.5
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があります。 

  

    ⑤製造物責任 

 当社グループは取扱製品の品質維持に努めておりますが、製品の欠陥又は当社の瑕疵によって第三者に被害

を与えるリスクが存在します。その場合、当社グループに相応の責任があると認定されれば、当社グループの

事業継続、財政状況及び経営状況に多大な影響を与える可能性があります。 

  

    ⑥法的規制及び変更 

 当社の取扱製品は消防法及び薬事法による法的規制を受けており、法的規制の動向又は変更によっては、生

産及び販売活動を阻害するリスクが存在します。 

  

    ⑦事業展開をおこなう地域での社会的な混乱等 

      当社は事業を展開するうえで、以下の潜在的なリスクを抱えております。 

       ・ 地震又は水害等の天変地異に起因する自然リスク 

        ・ 戦争、テロ、犯罪に起因する社会リスク 

        ・ 情報システム事情に起因する業務リスク 

  

 ⑧海外子会社のリスク 

 当社グループの海外活動は、中国を中心に展開されております。従って、中国国内の政治・経済状況の急

変、雇用慣行の違い等から派生する諸問題が想定されます。また、現地に進出している競合相手との競争の結

果、当社グループが損失を被る可能性も存在します。 

 そのため、海外での事業展開が、当社グループの経営成績及び財政状況に好成績を与えることを保証するも

のではありません。 
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  当社グループは、当社及び連結子会社２社で構成されており、熱のコントロールを基礎として、火災報知・消火シ

ステム、高性能防災システム、半導体製造装置用熱板、人工腎臓透析システム、プリント基板等の分野で製品開発、

システムの販売・設計・工事・メンテナンス等の提供を主な事業活動としております。 

   当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであり、事業の種類別セ

グメントと同一の区分であります。 

 ※フェンオール設備㈱及びFENWAL CONTROLS OF JAPAN(H.K.), LIMITED(日本芬翁(香港)有限公司)は当社の連結子 

 会社であります。  

  

  

 
  

２．企業集団の状況

事業区分 事業内容及び取引関係 会社名

防消火事業 

（ＳＳＰ部門） 

住宅用火災警報器、火災警報・検知システム、消火システム、爆発

抑制システム等の機器の開発・製造・販売及び同システムの設計・

施工・保守及びエンジニアリングサービス 

当社は上記システムの設計・施工・保守の一部を子会社へ発注して

おります。 

当社 

フェンオール設備㈱※ 

温度制御事業 

（サーマル部門） 

温度調節器、ＩＣ／ＬＣＤ用熱板、センサー、その他温度制御機器

等の開発・製造・販売及び同システムの設計・サービス 

当社 

医療事業 

（メディカル部門） 

人工腎臓透析装置の開発・設計・製造・サービス 当社 

プリント基板事業 

（ＰＷＢＡ部門） 

アートワーク設計、ノイズ（ＥＭＣ）対策、プリント基板実装組立 当社 

FENWAL CONTROLS OF  

JAPAN(H.K.),LIMITED

(日本芬翁(香港)有限

公司)※ 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「安全・安心」をキーワードに卓越した「熱の制御技術」を核としてお客様に高品質な製品を提

供することで社会に貢献できるメーカーを目指しております。また、お客様に信頼される高い技術力から生まれる製

品の開発・製造・販売を通して、取引先・株主及び社員の満足度を高めると同時に、高収益な企業を目指しておりま

す。そして、社会の一員として法令を遵守し倫理性の高い企業活動を実践して参ります。 

(2）目標とする経営指標 

  当社グループは経常利益率８％以上を目標としております。この達成によって経営基盤の健全性強化と安定的で

且つ積極的な配当が可能になるものと考えております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループは４つの事業部門から構成されております。自社ブランド品ビジネスとしてのＳＳＰ部門とサーマル

部門は当社のコア技術である「熱の制御技術」を用いた自社開発製品を市場に投入する事により、売上と利益の拡大

を図り、グループ内でのシェアを高めて行きます。メディカル部門とPWBA部門は親密な取引先とのパートナーシップ

を一層強めると共にコスト競争力を高めることにより、売上と利益を継続的に確保することを目指します。 

  

(4）会社の対処すべき課題  

当社グループは、開発業務の効率化と協働体制の構築により、当社の強みである制御技術をさらに向上させ、高品

質で環境にも配慮した製品ラインナップを充実させる事が課題といえます。 

また、厳しい経済環境下においても着実に利益を生み出せる経営体質の構築を目指し、ＴＰＳ活動(トヨタ生産方

式)による徹底した生産性の向上とコスト削減を実施するとともに、中長期的な成長戦略を描いた事業計画の策定を進

めております。 

ＳＳＰ部門では、公共投資、民間設備投資が抑えられ、防災設備業界の競争が激化する中、差別化製品や提案型製

品の充実が必要であると考え、当社がもっとも得意とする特殊防災関連の製品の拡販に力を注いでまいります。 

また、設置義務期限の最後の年となる住宅用火災警報器については、まだまだ一般住宅への設置率は低く、更なる

高品質、低価格の火災警報器の導入と地方都市地域への販売ルートの強化を図ってまいります。 

サーマル部門では、市場のニーズを的確に捉え、広く標準展開できる製品開発を目指しております。 

また、熱制御のコアとなる製品群が不足していることから、数品目のベースとなる製品の開発にも力を入れ、積極

的に市場へ供給していくことが課題といえます。 

メディカル部門では、円高状況下においても価格競争力が維持できるまでの原価低減を図る事が課題と言えます。 

また、医療機器メーカーとして信頼性と安全性確保のため、高度な品質保証体制を構築するほか、薬事法等の関連

法規の遵守に努め、各規格、各国指令への対応（医療用MDD指令、環境関連RoHS指令等々）と認証取得の範囲を拡大

し、海外拡販につなげるよう邁進していきます。 

 更に、現在取得しております製造販売業・製造業・ISO13485等の認証を活かし、透析装置以外の医療機器の設計か

ら製造を手がけて行きたいと考えております。 

ＰＷＢＡ部門では、中国生産比率が国内生産比率を上廻る事から、国内生産の空洞化を防止するため、国内工場の

機能と役割を見直し、生産拠点としての体制を確立し受注の拡大に繋げていきたいと考えております。 

また、海外子会社である日本芬翁(香港)有限公司の自立性を高め、受注変動にも対応できる柔軟な生産体制を確立

する必要があります。  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,332,921 1,674,972

受取手形、完成工事未収入金及び売掛金 ※2  6,546,335 －

受取手形及び売掛金 － ※2  3,745,107

完成工事未収入金 － 1,347,021

たな卸資産 2,599,730 －

製品 － 195,391

仕掛品 － 299,944

原材料 － 1,403,701

未成工事支出金 － 602,140

繰延税金資産 5,203 8,620

その他 43,854 62,567

貸倒引当金 △26,515 △4,201

流動資産合計 10,501,530 9,335,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  552,070 ※1  507,685

機械装置及び運搬具（純額） ※1  222,427 ※1  171,660

土地 354,124 354,124

リース資産（純額） － ※1  4,916

建設仮勘定 12,747 11,079

その他（純額） ※1  170,811 ※1  100,742

有形固定資産合計 1,312,180 1,150,209

無形固定資産   

リース資産 － 28,873

その他 27,111 30,196

無形固定資産合計 27,111 59,069

投資その他の資産   

投資有価証券 820,056 935,251

繰延税金資産 171,130 159,080

その他 179,574 175,695

貸倒引当金 △21,886 △23,458

投資その他の資産合計 1,148,875 1,246,569

固定資産合計 2,488,167 2,455,848

資産合計 12,989,698 11,791,115
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形、工事未払金及び買掛金 4,539,543 －

支払手形及び買掛金 － ※2  3,293,931

工事未払金 － 391,713

短期借入金 1,414,120 1,188,150

リース債務 － 7,990

未払法人税等 17,002 64,718

未成工事受入金 180,490 56,736

その他 410,185 320,052

流動負債合計 6,561,342 5,323,293

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 300,000 300,000

リース債務 － 27,805

退職給付引当金 432,069 426,330

役員退職慰労引当金 73,915 49,648

その他 7,354 2,210

固定負債合計 1,013,339 1,005,995

負債合計 7,574,682 6,329,288

純資産の部   

株主資本   

資本金 996,600 996,600

資本剰余金 1,460,517 1,460,517

利益剰余金 2,972,751 3,005,541

株主資本合計 5,429,868 5,462,659

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,445 18,723

為替換算調整勘定 △18,297 △19,555

評価・換算差額等合計 △14,852 △832

純資産合計 5,415,016 5,461,826

負債純資産合計 12,989,698 11,791,115
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 17,436,543 13,546,819

売上原価 ※2  14,504,485 ※2  11,421,818

売上総利益 2,932,057 2,125,000

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  2,128,703 ※1, ※2  1,992,832

営業利益 803,354 132,168

営業外収益   

受取利息 1,294 3,262

受取配当金 24,622 18,767

保険配当金 9,758 11,336

為替差益 － 106,826

その他 7,492 26,401

営業外収益合計 43,168 166,594

営業外費用   

支払利息 21,284 28,158

支払手数料 1,935 －

社債発行費 2,327 －

為替差損 313,182 －

貸倒引当金繰入額 1,209 －

その他 719 999

営業外費用合計 340,659 29,158

経常利益 505,863 269,604

特別利益   

固定資産売却益 － ※3  291

投資有価証券売却益 3,333 3,169

損害保険金 8,541 －

貸倒引当金戻入額 － 19,304

特別利益合計 11,874 22,764

特別損失   

固定資産除却損 ※4  11,068 ※4  3,234

投資有価証券評価損 272,581 13,857

会員権評価損 550 －

過年度役員退職慰労引当金繰入額 59,962 －

減損損失 － ※5  5,412

特別損失合計 344,162 22,504

税金等調整前当期純利益 173,575 269,864

法人税、住民税及び事業税 124,704 79,811

法人税等調整額 71,512 △1,849

法人税等合計 196,216 77,962

当期純利益又は当期純損失（△） △22,641 191,901
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 996,600 996,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 996,600 996,600

資本剰余金   

前期末残高 1,460,517 1,460,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,460,517 1,460,517

利益剰余金   

前期末残高 3,231,112 2,972,751

当期変動額   

剰余金の配当 △235,720 △159,111

当期純利益又は当期純損失（△） △22,641 191,901

当期変動額合計 △258,361 32,790

当期末残高 2,972,751 3,005,541

株主資本合計   

前期末残高 5,688,230 5,429,868

当期変動額   

剰余金の配当 △235,720 △159,111

当期純利益又は当期純損失（△） △22,641 191,901

当期変動額合計 △258,361 32,790

当期末残高 5,429,868 5,462,659

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,968 3,445

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,523 15,278

当期変動額合計 △3,523 15,278

当期末残高 3,445 18,723

為替換算調整勘定   

前期末残高 △7,932 △18,297

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,365 △1,257

当期変動額合計 △10,365 △1,257

当期末残高 △18,297 △19,555

日本フェンオール㈱（6870）　平成21年12月　決算短信

－13－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △963 △14,852

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,888 14,020

当期変動額合計 △13,888 14,020

当期末残高 △14,852 △832

純資産合計   

前期末残高 5,687,266 5,415,016

当期変動額   

剰余金の配当 △235,720 △159,111

当期純利益又は当期純損失（△） △22,641 191,901

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,888 14,020

当期変動額合計 △272,250 46,810

当期末残高 5,415,016 5,461,826
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 173,575 269,864

減価償却費 240,200 249,270

減損損失 － 5,412

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,008 △20,741

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,472 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,900 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,002 △5,738

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 73,915 △24,267

受取利息及び受取配当金 △25,917 △22,030

支払利息 21,284 28,158

社債発行費 2,327 －

為替差損益（△は益） 21,735 △28,200

投資有価証券売却損益（△は益） △3,333 △3,169

損害保険金 △8,541 －

固定資産売却損益（△は益） － △291

投資有価証券評価損益（△は益） 272,581 13,857

固定資産除却損 11,068 3,234

会員権評価損 550 －

売上債権の増減額（△は増加） △681,771 1,462,744

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,512 103,152

仕入債務の増減額（△は減少） 100,025 △866,719

未払金の増減額（△は減少） △34,577 △112,428

未成工事受入金の増減額（△は減少） 74,618 △123,753

その他 36,402 △3,685

小計 146,265 924,668

利息及び配当金の受取額 27,708 21,272

利息の支払額 △22,076 △27,712

助成金の受取額 － 13,406

保険金の受取額 7,494 －

法人税等の支払額 △158,616 △29,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 776 901,830
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △180,907 △97,816

有形固定資産の売却による収入 － 300

ソフトウエアの取得による支出 △6,571 △11,188

固定資産の除却による支出 △2,924 －

投資有価証券の取得による支出 △666,485 △303,834

投資有価証券の売却及び償還による収入 419,755 208,211

保険積立金の積立による支出 △2,518 △1,973

保険積立金の解約による収入 545 10,164

貸付けによる支出 △9,570 －

貸付金の回収による収入 6,188 730

その他 4,009 1,586

投資活動によるキャッシュ・フロー △438,478 △193,819

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,014,720 △233,775

長期借入れによる収入 300,000 －

社債の発行による収入 197,672 －

社債の償還による支出 △560,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △5,509

配当金の支払額 △234,162 △158,100

財務活動によるキャッシュ・フロー 718,229 △397,384

現金及び現金同等物に係る換算差額 △112,807 31,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 167,719 342,050

現金及び現金同等物の期首残高 1,165,201 1,332,921

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,332,921 ※1  1,674,972

日本フェンオール㈱（6870）　平成21年12月　決算短信

－16－



 該当事項はありません。 

  

(5）継続企業の前提に関する注記
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(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目  
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結されております。 

当該連結子会社は、フェンオール設備㈱

と日本芬翁(香港)有限公司の２社であり

ます。 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度は連結会計年度と

一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

(イ)    ―――――― 

  

① 有価証券 

(イ)満期保有目的の債券 

   原価法を採用しております。 

 (ロ)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時

価法 

但し、評価差額は全部純資産直入

法により処理し売却原価は総平均

法により算出 

 (ロ)その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

(イ)製品・原材料 

   当社及び国内連結子会社 

    総平均法による原価法 

   在外連結子会社 

    総平均法による低価法  

② たな卸資産 

(イ)製品・原材料 

  当社及び国内連結子会社 

   総平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定） 

  在外連結子会社 

   総平均法による低価法 

  (ロ)仕掛品・未成工事支出金 

   当社及び国内連結子会社 

    個別法による原価法 

   在外連結子会社 

    個別法による低価法 

(ロ)仕掛品 

  当社及び国内連結子会社 

   個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

  在外連結子会社 

   個別法による低価法 

(ハ)未成工事支出金 

  当社及び国内連結子会社 

   個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、当連結

会計年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用し、

評価基準については、原価法から原価

法（収益性の低下による簿価切り下げ

の方法）に変更しております。 
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項目  
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

    

  

 この変更による損益に与える影響はあ

りません。  

  ③ デリバティブ 

 為替予約・・・時価法  

③ デリバティブ 

        同左  

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

    定率法 

但し、平成10年４月１日以降取得の建

物（建物付属設備を除く）は、定額法

によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

     建物…………………３年～38年 

     機械装置……………２年～17年 

  

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法 

但し、平成10年４月１日以降取得の建

物（建物付属設備を除く）は、定額法

によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

   建物…………………３年～38年  

   機械装置……………５年～12年 

 (追加情報) 

  当社及び国内連結子会社は、平成20

年度の法人税法改正における減価償却

資産の耐用年数等に関する省令の改正

を契機として、有形固定資産の耐用年

数の見直しを行った結果、実態として

は現状の耐用年数よりも短いことが明

らかになったため、使用可能期間に即

した耐用年数にするために当連結会計

年度より、主に機械装置について耐用

年数を主として11年から７年に変更し

ております。 

 これにより、従来と同一の方法によっ

た場合に比べ営業利益、経常利益、税

金等調整前当期純利益が22,948千円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響に

つきましては、当該箇所に記載してお

ります。  

  ② 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。  

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

      同左  

  ――――――  ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

なお、リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年12月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。  
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項目  
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 (3) 繰延資産の処理方法   社債発行費 

支払時全額費用処理 

――――――  

 (4) 重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

① 貸倒引当金  

同左  

  ② 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額の当連結会計年

度に負担すべき金額を計上しておりま

す。 

② 役員賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしておりま

す。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した

額を発生した連結会計年度から費用処

理することとしております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理すること

としております。 

    

  

  

(追加情報) 

 当社及び国内連結子会社は、従来、退

職給付制度として適格退職年金制度を採

用しておりましたが、平成21年６月１日

より確定給付年金制度へ移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」

(企業会計基準適用指針第１号)を適用し

ております。 

 本移行に伴い、66,704千円の過去勤務

債務(退職給付債務の減少)が発生してお

り、当連結会計年度より従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額を費用処理

しております。  

  ④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末に

おける要支給額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 

同左 
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項目  
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

―――――― 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理の要

件を満たしており、特例処理を採用し

ております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目

的で、金利スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に

行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満た

しておりますので、有効性の評価を省

略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左  

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資。 

同左 
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(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

(役員退職慰労引当金の計上) 

 役員退職慰労金につきましては、従来、支出時の費用

として処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協

会 平成19年４月13日 監査・保証実務委員会報告第42

号)を適用し、当連結会計年度より、内規に基づく当連結

会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更しております。 

 この変更に伴い、当期発生額 15,953千円は販売費及び

一般管理費に、過年度相当額 59,962千円は特別損失に計

上しております。この結果、従来の方法によった場合と

比較し、営業利益及び経常利益は 13,953千円減少し、税

金等調整前当期純利益は 73,915千円減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影響につきましては、

当該箇所に記載しております。 

―――――― 

  

―――――― 

  

(リース取引に関する会計基準等) 

 当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を採用しておりましたが、当

連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」(企

業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第

一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号

(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員

会)、平成19年３月30日改正))を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理に変更しております。この

変更により損益への影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。  

―――――― 

  

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い) 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準

委員会実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し

ております。この変更による損益への影響はありませ

ん。  
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(8）表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
   至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
   至 平成21年12月31日） 

―――――― （連結貸借対照表）  

１ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「製品」「原材料」

「仕掛品」「未成工事支出金」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「製品」「原材料」「仕掛品」「未成工事支出金」

は、それぞれ312,361千円、1,341,239千円、404,174千

円、541,955千円であります。 

２ 前連結会計年度において、「受取手形、完成工事未

収入金及び売掛金」として掲記されていたものは、Ｅ

ＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比

較可能性を向上するため、当連結会計年度より「受取

手形及び売掛金」「完成工事未収入金」に区分掲記し

ております。なお、前連結会計年度の「受取手形、完

成工事未収入金及び売掛金」に含まれる「受取手形及

び売掛金」「完成工事未収入金」は、それぞれ

4,580,942千円、1,965,393千円であります。  

３ 前連結会計年度において、「支払手形、工事未払金

及び買掛金」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮ

ＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能

性を向上するため、当連結会計年度より「支払手形及

び買掛金」「工事未払金」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「支払手形、工事未払金及び

買掛金」に含まれる「支払手形及び買掛金」「工事未

払金」は、それぞれ3,962,915千円、576,628千円であ

ります。  

(連結損益計算書) 

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外

費用の「支払手数料」(当連結会計年度は999千円)は、

金額的重要性が低下したため、営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。 
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(9）追加情報

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
   至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
   至 平成21年12月31日） 

(既存資産の残存簿価の処理方法の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産に関して、償却可能限度額(取得価額の95%相

当額)まで償却が終了している場合の帳簿残高(残存簿価)

について、償却が終了した連結会計年度の翌連結会計年

度から５年間で均等償却する方法に変更いたしました。

これにより従来と同一の方法によった場合に比べ営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ

10,058千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響につきましては、

当該箇所に記載しております。 

  

―――――― 

   

(賞与の支給対象期間の変更) 

 国内連結子会社については、当連結会計年度から賞与

の支給対象期間を以下のとおり変更いたしました。この

結果、連結子会社における当連結会計年度末の賞与引当

金残高はありません。 

支給対象期間 

 変更前 

  ６月賞与  12月１日から５月31日まで 

   12月賞与  ６月１日から11月30日まで 

 変更後 

  ６月賞与  １月１日から６月30日まで 

   12月賞与  ７月１日から12月31日まで 

  

―――――― 

  

(退職給付引当金に関する事項) 

 当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正(その２)」(企業会計基準第14号 平成19年５

月15日)を適用しております。 

―――――― 
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(10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は2,744,513千円で
あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は2,894,374千円で
あります。 

※２ 連結会計年度末日満期手形の処理 
 連結会計年度末日満期手形については、手形交換日
をもって決済処理しておりますが、当連結会計年度末
日は金融機関の休日であり、以下の連結会計年度末日
満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

※２ 連結会計年度末日満期手形の処理 
 連結会計年度末日満期手形については、手形交換日
をもって決済処理しておりますが、当連結会計年度末
日は金融機関の休日であり、以下の連結会計年度末日
満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

受取手形 千円252,151 受取手形 
支払手形  

千円
千円

124,210
108,581
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の
とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の
とおりであります。 

給料手当 千円851,970
役員退職慰労引当金繰入額 千円15,953
退職給付費用 千円76,120

給料手当 千円719,674
役員退職慰労引当金繰入額 千円7,205
退職給付費用 千円88,357

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
は、485,114千円であります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
は、345,659千円であります。 

※３      ―――――――― ※３ 固定資産売却益 

  機械装置及び運搬具 千円291

※４ 固定資産除却損 ※４ 固定資産除却損 
建物及び構築物 千円3,294
工具器具備品 千円4,849
解体撤去費用 千円2,924

計 千円11,068

機械装置及び運搬具 千円1,067
工具器具備品 千円2,166

計 千円3,234

 ※５      ――――――――   ※５ 減損損失 
当連結会計年度において、当社は以下の資産グルー
プについて減損損失を計上しました。 

 事業用資産については、管理会計上の区分に基づ
き決定しており、遊休資産については個々の資産ご
とに減損損失の認識の判定及び測定を決定しており
ます。 
 事業用資産については継続的に収益性が低下した
ため、各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し
当該減少価額を減損損失として特別損失に計上して
おります。減損損失の内訳は建物及び構築物205千
円、リース資産4,692千円、その他514千円でありま
す。 
 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却
価格又は備忘価額等をもとに算出しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 

(千円)  

信越営業所 

(サーマル) 
事業用資産 

 リース資

産、その他 
 3,551

東京本社 

(サーマル) 
事業用資産  その他  161

大阪営業所 

(サーマル) 
事業用資産  その他  56

札幌出張所 

(SSP)  
事業用資産  リース資産  640

九州営業所 

(SSP)  
事業用資産 

 建物及び構

築物、リース

資産、その他 

 957

東北営業所 

(SSP)  
事業用資産  その他  46

  合 計 5,412
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前連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  (注)新株予約権については、該当事項はありません。 

  

        ２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（注）１株当たり配当額（円）には、特別配当15円が含まれております。 

  

 (2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

当連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  (注)新株予約権については、該当事項はありません。 

  

        ２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

 (2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  5,893,000  －  －  5,893,000

合計   5,893,000  －  －  5,893,000

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年３月27日 

定時株主総会 
普通株式  235,720  40 平成19年12月31日 平成20年３月28日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年３月27日 

定時株主総会 
普通株式  159,111 利益剰余金  27 平成20年12月31日 平成21年３月30日

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  5,893,000  －  －  5,893,000

合計   5,893,000  －  －  5,893,000

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年３月27日 

定時株主総会 
普通株式  159,111  27 平成20年12月31日 平成21年３月30日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年３月30日 

定時株主総会 
普通株式  159,111 利益剰余金  27 平成21年12月31日 平成22年３月31日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

 現金及び預金勘定 千円1,332,921

 現金及び現金同等物 千円1,332,921

 現金及び預金勘定 千円1,674,972

 現金及び現金同等物 千円1,674,972
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（退職給付関係）

前連結会計年度 
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 １ 採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、適格退職年金制度を採用し、加えて

調整年金制度を設けております。また、従業員の退職等

に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職

給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があ

ります。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

 当社グループは、確定給付年金制度を採用し、加えて

調整年金制度を設けております。また、従業員の退職等

に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職

給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があ

ります。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

 (1)制度全体の積立状況に関する事項(平成20年３月31

日現在) 

 年金資産の額 千円299,283,730

 年金財政計算上の給付債務の額 千円327,524,980

 差引額 千円△28,241,249

 (1)制度全体の積立状況に関する事項(平成21年３月31

日現在) 

 年金資産の額 千円235,665,018

 年金財政計算上の給付債務の額 千円328,394,322

 差引額 千円△92,729,303

 (2)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合  (2)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

(平成20年3月末時点) %0.65 (平成21年3月末時点) %0.66

 (3)補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高 21,928,377千円であります。本制

度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元

利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財

務諸表上、特別掛金15,979千円を費用処理しており

ます。 

 なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担

割合とは一致しません。 

 (3)補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高20,109,716千円であります。本制

度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元

利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財

務諸表上、特別掛金15,919千円を費用処理しており

ます。 

 なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担

割合とは一致しません。 

 また、当社及び国内連結子会社は、従来、退職給

付制度として適格退職年金制度を採用しておりまし

たが、平成21年６月１日より確定給付年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指針第１号)を適用しており

ます。  

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 千円△1,028,977

年金資産 千円472,760

未積立退職給付債務 千円△556,216

未認識数理計算上の差異 千円124,147

退職給付引当金 千円△432,069

退職給付債務 千円△930,103

年金資産 千円463,099

未積立退職給付債務 千円△467,003

未認識数理計算上の差異 千円99,594

未認識過去勤務債務 千円△58,921

退職給付引当金 千円△426,330

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 千円55,544

利息費用 千円20,138

数理計算上の差異の費用処理額 千円△19,383

期待運用収益 千円△14,527

厚生年金基金掛金 千円75,277

退職給付費用 千円117,049

勤務費用 千円52,149

利息費用 千円19,491

数理計算上の差異の費用処理額 千円16,828

過去勤務債務の費用処理額 千円△7,782

期待運用収益 千円△11,006

厚生年金基金掛金 千円74,066

退職給付費用 千円143,747
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前連結会計年度 
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

割引率 ％2.0

期待運用収益率 ％2.54

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数  5年

割引率 ％2.0

期待運用収益率 ％2.39

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

過去勤務債務の額の処理年数  

数理計算上の差異の処理年数 

5年

5年
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前連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

(1）ＳＳＰ部門…………住宅用火災警報器、火災報知設備、超高感度煙検知システム、ＦＭ200ガス高速消火

設備、二酸化炭素消火設備、スプリンクラー消火設備、保守点検サービス 

(2）サーマル部門………半導体製造装置用熱板、温度センサー、デジタル温度調節器、恒温恒湿槽用温度調節

器 

(3）メディカル部門……人工腎臓透析装置 

(4）ＰＷＢＡ部門………プリント基板の実装組立 

３ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 499,984千円であり、その主なも

のは、親会社の本社管理部門に係る費用他であります。 

４ 資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は 2,104,176千円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金(現金、預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計処理方法の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更(役員退職慰労引当金の計上)」に記載のとお

り、当連結会計年度より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成19年４月13日 監査・保証実務委員会報告

第42号)を適用し、当連結会計年度より、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金と

して計上する方法に変更しております。この変更に伴い、当期発生額 15,953千円は販売費及び一般管理費

に計上しております。この結果、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度における営業費用は

「消去又は全社」が 13,953千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

６ 追加情報 

「追加情報(既存資産の残存簿価の処理方法の変更)」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産に関して、償却可能限度額(取得価額の95％相当

額)まで償却が終了している場合の帳簿残高(残存簿価)について、償却が終了した連結会計年度の翌連結会

計年度から５年間で均等償却する方法に変更いたしました。これにより従来の方法によった場合と比較

し、当連結会計年度における営業費用は「SSP部門」が 2,426千円、「サーマル部門」が 2,155千円、「メ

ディカル部門」が 2,970千円、「PWBA部門」が 2,463千円、「消去又は全社」が 41千円増加し、営業利益

がそれぞれ同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
ＳＳＰ部門 
（千円） 

サーマル
部門 
（千円） 

メディカ
ル部門 
（千円） 

ＰＷＢＡ
部門 
（千円） 

合計
（千円） 

消去また
は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

(1）外部顧客に対する売

上高 
 6,629,404  1,277,899  1,857,309  7,671,930  17,436,543  ―  17,436,543

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

計  6,629,404  1,277,899  1,857,309  7,671,930  17,436,543  ―  17,436,543

営業費用  5,921,267  1,185,409  1,742,963  7,283,564  16,133,204  499,984  16,633,188

営業利益  708,136  92,489  114,345  388,366  1,303,338 (499,984)  803,354

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
                                   

資産  5,508,845  729,951  1,385,977  5,161,445  12,786,219  203,478  12,989,698

減価償却費  111,064  33,094  29,758  57,197  231,114  8,953  240,067

資本的支出  173,120  68,753  20,989  45,791  308,654  9,675  318,329
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当連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

(1）ＳＳＰ部門…………住宅用火災警報器、火災報知設備、超高感度煙検知システム、ＦＭ200ガス高速消火

設備、二酸化炭素消火設備、スプリンクラー消火設備、保守点検サービス 

(2）サーマル部門………半導体製造装置用熱板、温度センサー、デジタル温度調節器、恒温恒湿槽用温度調節

器 

(3）メディカル部門……人工腎臓透析装置 

(4）ＰＷＢＡ部門………プリント基板の実装組立 

３ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 434,283千円であり、その主なも

のは、親会社の本社管理部門に係る費用他であります。 

４ 資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は 2,768,027千円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金(現金、預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載

のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正における減価償却資産の耐用年数等に

関する省令の改正を契機として、有形固定資産の耐用年数の見直しを行った結果、実態としては現状の耐

用年数よりも短いことが明らかになったため、使用可能期間に即した耐用年数にするために当連結会計年

度より、主に機械装置について耐用年数を主として11年から７年に変更しております。これにより従来の

方法によった場合と比較し、営業利益が「SSP部門」で9,768千円、「サーマル部門」で5,581千円、「PWBA

部門」で7,508千円減少し、営業損失が「メディカル部門」で 88千円増加しております。 

  
ＳＳＰ部門 
（千円） 

サーマル
部門 
（千円） 

メディカ
ル部門 
（千円） 

ＰＷＢＡ
部門 
（千円） 

合計
（千円） 

消去また
は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

(1）外部顧客に対する売

上高 
 5,599,926  870,369  952,548  6,123,974  13,546,819  ―  13,546,819

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

計  5,599,926  870,369  952,548  6,123,974  13,546,819  ―  13,546,819

営業費用  5,262,590  816,867  963,720  5,937,189  12,980,368  434,283  13,414,651

営業利益又は 

営業損失(△) 
 337,336  53,502  △11,172  186,784  566,451 (434,283)  132,168

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
                                   

資産  4,674,069  643,814  912,528  4,652,701  10,883,114  908,000  11,791,115

減価償却費  118,018  34,616  23,166  67,312  243,114  6,155  249,270

資本的支出  39,835  13,534  20,286  50,027  123,683  ―  123,683
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前連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２ 中国とは中華人民共和国であり、香港を含んでおります。 

   ３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,104,176千円であり、その主なも 

     のは、親会社での余資運用資金(現金、預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に 

     係る資産等であります。 

４ 会計処理方法の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更(役員退職慰労引当金の計上)」に記

載のとおり、当連結会計年度より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成19年４月

13日 監査・保証実務委員会報告第42号)を適用し、当連結会計年度より、内規に基づく当連結

会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。この変更

に伴い、当期発生額 15,953千円は販売費及び一般管理費に計上しております。この結果、従来

の方法によった場合と比較し、当連結会計年度における営業費用は「日本」が 13,953千円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

５ 追加情報 

「追加情報(既存資産の残存簿価の処理方法の変更)」に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産に関して、償却可能限

度額(取得価額の95％相当額)まで償却が終了している場合の帳簿残高(残存簿価)について、償

却が終了した連結会計年度の翌連結会計年度から５年間で均等償却する方法に変更いたしまし

た。これにより従来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度における営業費用は「日

本」が 10,058千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 
（千円） 

中国
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 

 Ⅰ 売上高及び 

     営業損益 
                    

 (1)外部顧客に対 

  する売上高 
 14,280,732  3,155,810  17,436,543  ―  17,436,543

 (2)セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高 

 1,593,583  73,262  1,666,846 (1,666,846)  ―

 計  15,874,315  3,229,073  19,103,389 (1,666,846)  17,436,543

営業費用  15,284,354  3,158,992  18,443,346 (1,810,158)  16,633,188

営業利益  589,961  70,081  660,042  143,312  803,354

 Ⅱ 資産   11,046,255  1,739,964  12,786,219  203,478  12,989,698
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当連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２ 中国とは中華人民共和国であり、香港を含んでおります。 

   ３ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,768,027千円であり、その主なも 

     のは、親会社での余資運用資金(現金、預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に 

     係る資産等であります。 

４ 追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正における減価

償却資産の耐用年数等に関する省令の改正を契機として、有形固定資産の耐用年数の見直しを

行った結果、実態としては現状の耐用年数よりも短いことが明らかになったため、使用可能期

間に即した耐用年数にするために当連結会計年度より、主に機械装置について耐用年数を主と

して11年から７年に変更しております。これにより従来の方法によった場合と比較し、当連結

会計年度における営業費用は「日本」が22,948千円増加し、営業損失が同額増加しておりま

す。 

  

  
日本 
（千円） 

中国
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 

 Ⅰ 売上高及び 

     営業損益 
                    

 (1)外部顧客に対 

  する売上高 
 10,151,963  3,394,856  13,546,819  ―  13,546,819

 (2)セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高 

 1,311,967  55,845  1,367,812 (1,367,812)  ―

 計  11,463,930  3,450,701  14,914,631 (1,367,812)  13,546,819

営業費用  11,556,524  3,377,627  14,934,152 (1,519,501)  13,414,651

   営業利益又は 

   営業損失(△) 
 △92,594  73,073  △19,521  151,689  132,168

 Ⅱ 資産   9,153,716  1,729,397  10,883,114  908,000  11,791,115
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前連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     (1)アジア・・・・・韓国、中華人民共和国（香港を含む）、台湾、シンガポール、タイ、パキスタン、 

              マレーシア、インド 

        (2)その他の地域・・米国、オランダ、スウェーデン、ドイツ、英国、オーストリア、オーストラリア 

   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     (1)アジア・・・・・韓国、中華人民共和国（香港を含む）、台湾、シンガポール、タイ、パキスタン、 

              インド 

        (2)その他の地域・・米国、オランダ、スウェーデン、ドイツ、英国 

   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

ｃ．海外売上高

  アジア その他の地域 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円）  3,768,483  2,311  3,770,794

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  17,436,543

 Ⅲ 連結売上高に占める海 

     外売上高の割合（％） 
 21.6  0.0  21.6

  アジア その他の地域 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円）  3,699,441  1,732  3,701,174

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  13,546,819

 Ⅲ 連結売上高に占める海 

     外売上高の割合（％） 
 27.3  0.0  27.3
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(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎 

（開示の省略） 

  リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  なお、ストックオプション等、企業結合等に関する注記事項については、該当事項がないため開示を省略します。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額    円 銭918 89

１株当たり当期純損失 円 銭△3 84

１株当たり純資産額 円 銭926 83

１株当たり当期純利益 円 銭32 56

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△） △22,641千円 191,901千円 

普通株主に帰属しない金額 － 千円        － 千円 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△） 
△22,641千円                   191,901千円 

普通株式の期中平均株式数 5,893千株                    5,893千株 

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

  当社製住宅用火災警報器の自主回収・交換について 

  

 当社製住宅用火災警報器の一部の製品において、以下

のような不具合が発生したため、平成21年3月25日の取締

役会において対象製品の自主回収及び無償交換を実施す

る事を決議致しました。 

  

１．不具合の内容 

 対象製品の一部において故障ではないのに故障警報が

発生する。 

２．不具合の原因 

 製造時の不具合により、警報器の設定値が一部正しく

書き込みされていないものがあることが判明致しまし

た。 

３．対象製品 

1）製品名：煙雷 商品番号ＳＦ１２ 

          （光電式住宅用火災警報器） 

2）不具合発生率：約0.3％ 

   

  なお、本件に関わる回収・交換費用は、現在調査中で

あります。よって、翌期の経営成績に及ぼす影響額を見

積もることは現段階では困難であります。 

―――――― 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 874,915 1,449,150

受取手形 ※1  2,036,198 ※1  1,627,877

売掛金 ※2  2,667,301 ※2  2,185,573

完成工事未収入金 1,960,251 1,346,475

製品 144,945 115,930

原材料 959,072 773,525

仕掛品 388,701 297,248

未成工事支出金 551,757 575,879

前払費用 26,421 21,587

繰延税金資産 6,345 8,659

未収入金 5,287 24,597

関係会社未収入金 75,414 69,815

その他 17,843 14,952

貸倒引当金 △26,515 △4,201

流動資産合計 9,687,938 8,507,071

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,613,697 1,616,529

減価償却累計額 △1,105,628 △1,146,923

建物（純額） 508,068 469,606

構築物 139,523 139,523

減価償却累計額 △96,236 △101,659

構築物（純額） 43,286 37,864

機械及び装置 818,396 826,821

減価償却累計額 △596,966 △656,266

機械及び装置（純額） 221,429 170,554

車両運搬具 12,085 13,194

減価償却累計額 △11,087 △12,088

車両運搬具（純額） 998 1,106

工具、器具及び備品 1,083,882 1,055,470

減価償却累計額 △927,579 △965,760

工具、器具及び備品（純額） 156,302 89,709

土地 354,124 354,124

リース資産 － 5,900

減価償却累計額 － △983

リース資産（純額） － 4,916

建設仮勘定 12,512 11,079

有形固定資産合計 1,296,722 1,138,960
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

無形固定資産   

借地権 887 887

商標権 213 125

ソフトウエア 17,152 9,503

リース資産 － 28,873

電話加入権 5,242 5,242

その他 1,545 2,344

無形固定資産合計 25,040 46,975

投資その他の資産   

投資有価証券 820,056 935,251

関係会社株式 56,257 56,257

従業員に対する長期貸付金 5,110 4,380

破産更生債権等 21,394 22,058

長期前払費用 10,737 9,439

敷金及び保証金 90,564 88,140

会員権 44,300 44,300

繰延税金資産 163,570 150,241

貸倒引当金 △21,886 △23,458

投資その他の資産合計 1,190,102 1,286,611

固定資産合計 2,511,866 2,472,548

資産合計 12,199,805 10,979,620

負債の部   

流動負債   

支払手形 771,033 ※1  757,413

買掛金 2,841,059 2,042,194

工事未払金 ※3  642,430 ※3  464,286

短期借入金 1,050,000 1,050,000

リース債務 － 7,990

未払金 211,347 77,712

未払法人税等 25,000 60,000

未払消費税等 25,347 12,522

未払費用 75,612 61,442

前受金 18,569 56,728

未成工事受入金 180,490 56,736

預り金 12,481 10,325

その他 11,136 12,762

流動負債合計 5,864,510 4,670,115

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 300,000 300,000
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

リース債務 － 27,805

退職給付引当金 406,291 396,122

役員退職慰労引当金 73,915 49,648

その他 7,354 2,210

固定負債合計 987,561 975,786

負債合計 6,852,072 5,645,902

純資産の部   

株主資本   

資本金 996,600 996,600

資本剰余金   

資本準備金 1,460,517 1,460,517

資本剰余金合計 1,460,517 1,460,517

利益剰余金   

利益準備金 103,589 103,589

その他利益剰余金   

別途積立金 1,677,055 1,677,055

繰越利益剰余金 1,106,524 1,077,231

利益剰余金合計 2,887,169 2,857,876

株主資本合計 5,344,286 5,314,994

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,445 18,723

評価・換算差額等合計 3,445 18,723

純資産合計 5,347,732 5,333,717

負債純資産合計 12,199,805 10,979,620
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

製品売上高 9,943,440 6,528,452

完成工事高 ※1  5,910,986 ※1  4,925,769

売上高合計 15,854,427 11,454,222

売上原価   

製品売上原価 ※2  8,647,561 ※2  5,780,319

完成工事原価 4,560,935 3,882,793

売上原価合計 13,208,497 9,663,112

売上総利益 2,645,929 1,791,109

販売費及び一般管理費 ※2  2,064,966 ※2  1,888,076

営業利益又は営業損失（△） 580,963 △96,967

営業外収益   

受取利息 478 478

有価証券利息 － 2,718

受取配当金 24,622 18,767

保険配当金 9,758 11,336

為替差益 － 124,398

受取手数料 ※3  148,619 ※3  126,036

その他 5,381 26,665

営業外収益合計 188,860 310,400

営業外費用   

支払利息 17,066 20,461

社債利息 3,903 2,114

支払手数料 1,935 －

社債発行費 2,327 －

為替差損 286,656 －

貸倒引当金繰入額 1,209 －

その他 719 999

営業外費用合計 313,819 23,576

経常利益 456,005 189,857

特別利益   

固定資産売却益 － ※4  291

投資有価証券売却益 3,333 3,169

損害保険金 7,494 －

貸倒引当金戻入額 － 19,304

特別利益合計 10,828 22,764
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※5  10,782 ※5  3,234

減損損失 － ※6  5,412

投資有価証券評価損 272,581 13,857

過年度役員退職慰労引当金繰入額 59,962 －

会員権評価損 550 －

特別損失合計 343,876 22,504

税引前当期純利益 122,956 190,117

法人税、住民税及び事業税 112,341 59,766

法人税等調整額 72,051 532

法人税等合計 184,392 60,299

当期純利益又は当期純損失（△） △61,436 129,818
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 996,600 996,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 996,600 996,600

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,460,517 1,460,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,460,517 1,460,517

資本剰余金合計   

前期末残高 1,460,517 1,460,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,460,517 1,460,517

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 103,589 103,589

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 103,589 103,589

その他利益剰余金   

役員退職積立金   

前期末残高 43,684 －

当期変動額   

役員退職積立金の取崩 △43,684 －

当期変動額合計 △43,684 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 1,677,055 1,677,055

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,677,055 1,677,055

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,359,996 1,106,524

当期変動額   

剰余金の配当 △235,720 △159,111

役員退職積立金の取崩 43,684 －

当期純利益又は当期純損失（△） △61,436 129,818

当期変動額合計 △253,471 △29,292

当期末残高 1,106,524 1,077,231
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,184,325 2,887,169

当期変動額   

剰余金の配当 △235,720 △159,111

当期純利益又は当期純損失（△） △61,436 129,818

当期変動額合計 △297,156 △29,292

当期末残高 2,887,169 2,857,876

株主資本合計   

前期末残高 5,641,442 5,344,286

当期変動額   

剰余金の配当 △235,720 △159,111

当期純利益又は当期純損失（△） △61,436 129,818

当期変動額合計 △297,156 △29,292

当期末残高 5,344,286 5,314,994

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,968 3,445

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,523 15,278

当期変動額合計 △3,523 15,278

当期末残高 3,445 18,723

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,968 3,445

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,523 15,278

当期変動額合計 △3,523 15,278

当期末残高 3,445 18,723

純資産合計   

前期末残高 5,648,411 5,347,732

当期変動額   

剰余金の配当 △235,720 △159,111

当期純利益又は当期純損失（△） △61,436 129,818

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,523 15,278

当期変動額合計 △300,679 △14,014

当期末残高 5,347,732 5,333,717
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 該当事項はありません。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記
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(5）重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)      ―――――― 

  

(1) 満期保有目的の債券 

原価法を採用しております。 

(2) 関係会社株式 

総平均法による原価法 

(2) 関係会社株式 

同左 

  (3) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価

法 

但し、評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、総平

均法により算出 

(3) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ 棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 製品・原材料 

総平均法による原価法 

(1) 製品・原材料 

  総平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法） 

  (2) 仕掛品・未成工事支出金 

個別法による原価法 

(2) 仕掛品 

  個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

(3) 未成工事支出金 

  個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用し、

評価基準については、原価法から原価

法（収益性の低下による簿価切り下げ

の方法）に変更しております。 

 この変更による損益に与える影響はあ

りません。 

３ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

 デリバティブ 

為替予約・・・時価法 

 デリバティブ 

      同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

    定率法 

但し、平成10年４月１日以降取得の建

物（建物附属設備は除く）は、定額法

によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

    建物…………………………３年～38年 

    機械及び装置………………２年～17年 

    工具、器具及び備品………２年～20年 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法 

但し、平成10年４月１日以降取得の建

物（建物附属設備は除く）は、定額法

によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

    建物…………………………３年～38年 

    機械及び装置………………５年～12年 

    工具、器具及び備品………２年～20年 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

     (追加情報) 

 平成20年度の法人税法改正における減

価償却資産の耐用年数等に関する省令

の改正を契機として、有形固定資産の

耐用年数の見直しを行った結果、実態

としては現状の耐用年数よりも短いこ

とが明らかになったため、使用可能期

間に即した耐用年数にするために当事

業年度より、主に機械及び装置につい

て耐用年数を主として11年から７年に

変更しております。 

 これにより、従来と同一の方法によっ

た場合に比べ営業損失が22,948千円増

加し、経常利益、税引前当期純利益が

同額減少しております。 

  (2) 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ―――――― 

  

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

なお、リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年12月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。   

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

支払時全額費用処理 

社債発行費 

―――――― 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を検討し

回収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金 

同左 

   (2) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額の当事業年度負

担額を計上しております。 

 (2) 役員賞与引当金 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当事業年度

末において発生していると認められる

額を計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしてお

ります。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当事業年度

末において発生していると認められる

額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した

額を発生した事業年度から費用処理す

ることとしております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしてお

ります。  

    

  

(追加情報) 

 従来、退職給付制度として適格退職年

金制度を採用しておりましたが、平成21

年６月１日より確定給付年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関する

会計処理」(企業会計基準適用指針第１

号)を適用しております。 

 本移行に伴い、62,407千円の過去勤務

債務(退職給付債務の減少)が発生してお

り、当事業年度より従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を費用処理して

おります。 

   (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく当事業年度末におけ

る要支給額を計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

       同左 

７ 収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上基準 

工期１年６ヶ月以上、かつ請負金額 

30百万円以上の工事 工事進行基準 

その他の工事    工事完成基準 

完成工事高の計上基準 

同左 

８ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

―――――― 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 ９ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理の

要件を満たしており、特例処理を採

用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

         同左  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

         同左  

(3) ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する

目的で、金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

(3) ヘッジ方針 

      同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満

たしておりますので、有効性の評価

を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

         同左  

10 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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(6）会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 (役員退職慰労引当金の計上) 

 役員退職慰労金につきましては、従来、支出時の費用

として処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協

会 平成19年４月13日監査・保証実務委員会報告第42号)

を適用し、当事業年度より、内規に基づく当事業年度末

要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変

更しております。 

 この変更に伴い、当期発生額 15,953千円は販売費及び

一般管理費に、過年度相当額 59,962千円は特別損失に計

上しております。この結果、従来の方法によった場合と

比較し、営業利益及び経常利益は13,953千円減少し、税

引前当期純利益は 73,915千円減少しております。 

―――――― 

  

―――――― (リース取引に関する会計基準等) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

採用しておりましたが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月

17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改

正))および「リース取引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公

認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改

正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理に変更しております。この変更による損益への影響

は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。 
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(7）表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

―――――― 

  

(損益計算書) 

 前事業年度まで区分掲記しておりました営業外費用の

「支払手数料」(当事業年度は999千円)は、金額的重要性

が低下したため、営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。 
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(8）追加情報

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

(既存資産の残存簿価の処理方法の変更) 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産に関して、償却可能限度額

(取得価額の95%相当額)まで償却が終了している場合の帳

簿残高(残存簿価)について、償却が終了した事業年度の翌

事業年度から５年間で均等償却する方法に変更いたしまし

た。 

 これにより、従来の方法と同一の方法によった場合と比

べ営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ 10,058千円減少しております。 

―――――― 
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(9）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年12月31日） 

当事業年度 
（平成21年12月31日） 

 ※１ 期末日満期手形について 

 期末日満期手形については、手形交換日をもって決

済処理しておりますが、当期末は金融機関の休業日で

あり、以下の当期末日満期手形が当期末残高に含まれ

ております。 

 ※１ 期末日満期手形について 

 期末日満期手形については、手形交換日をもって決

済処理しておりますが、当期末は金融機関の休業日で

あり、以下の当期末日満期手形が当期末残高に含まれ

ております。 

受取手形 千円252,151 受取手形 千円124,210

支払手形 千円108,581

※２ 関係会社に対する売掛金 千円843,296 ※２ 関係会社に対する売掛金 千円857,569

※３ 関係会社に対する工事未払金 千円160,075 ※３ 関係会社に対する工事未払金 千円151,810

 ４ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

 ４ 偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

保 証 先 金額 内 容

FENWAL CONTROLS 
OF JAPAN(H.K.), 
LIMITED 
(日本芬翁(香港) 
有限公司) 

   
       
千円

(US$ 千) 
637,210
7,000

  
  

借入債務 
  
  

  

保 証 先 金額 内 容

FENWAL CONTROLS 
OF JAPAN(H.K.), 
LIMITED 
(日本芬翁(香港) 
有限公司) 

 
千円 

(US$ 千)
644,700
7,000

 
  

借入債務 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 完成工事高 ※１ 完成工事高 

工事進行基準による完成工事高 千円642,330 工事進行基準による完成工事高 千円1,005,981

※２ 販売費及び一般管理費 ※２ 販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は42.7％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は

57.3％であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

販売費に属する費用のおおよその割合は40.3％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は

59.7％であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

荷造運搬費 千円128,818

販売手数料 千円70,483

旅費交通費 千円57,384

役員報酬 千円98,640

給与手当 千円604,481

賞与 千円166,634

役員退職慰労引当金繰入額 千円15,953

法定福利費 千円85,096

福利厚生費 千円54,308

退職給付費用 千円60,159

貸倒引当金繰入額 千円774

賃借料 千円84,902

減価償却費 千円50,290

外部委託費 千円99,765

荷造運搬費 千円97,843

給与手当 千円551,327

賞与 千円105,590
役員退職慰労引当金繰入額 千円7,205

退職給付費用 千円73,423

保証修理費 千円201,432

外部委託費  千円98,615
減価償却費 千円49,600

  

  

  

  

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は485,114千円であります。 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は345,659千円であります。 

※３ 関係会社に対する受取手数料 千円147,504 ※３ 関係会社に対する受取手数料 千円126,036

※４         ―――――――― ※４  固定資産売却益の内訳  

  車両運搬具 千円291

※５  固定資産除却損の内訳  ※５  固定資産除却損の内訳  

建物 千円3,009

工具、器具及び備品 千円4,849

解体撤去費用 千円2,924

計 千円10,782

機械及び装置 千円1,067

工具、器具及び備品 千円2,166

計 千円3,234

 ※６        ――――――――  ※６ 減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

  

場所 用途 種類 
減損損失 

(千円)  

信越営業所 

(サーマル) 
事業用資産 

 リース資

産、工具、器

具及び備品 

 3,551

東京本社 

(サーマル) 
事業用資産 

 工具、器具

及び備品 
 161

大阪営業所 

(サーマル) 
事業用資産 

 工具、器具

及び備品 
 56

札幌出張所 

(SSP)  
事業用資産  リース資産  640

九州営業所 

(SSP)  
事業用資産 

 建物、リー

ス資産、工

具、器具及び

備品 

 957

東北営業所 

(SSP)  
事業用資産 

 工具器具及

び備品 
 46

 合 計  5,412
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前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

   事業用資産については、管理会計上の区分に基づ

き決定しており、遊休資産については個々の資産ご

とに減損損失の認識の判定及び測定を決定しており

ます。 

 事業用資産については継続的に収益性が低下した
ため、各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し
当該減少価額を減損損失として特別損失に計上して
おります。減損損失の内訳は建物205千円、リース資
産4,692千円、工具、器具及び備品514千円でありま
す。 
 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却
価格又は備忘価額等をもとに算出しております。  
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  前事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

   自己株式については、該当事項はありません。 

  当事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

   自己株式については、該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）
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(1）役員の異動 

 役員の異動につきましては、現時点において未定であります。   

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

６．その他
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